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⼤阪経済⼤学⼤樟会 ⼤樟春秋会

夏号

SHUNJUKAI TIMES
2022年7⽉ 新会員のご紹介
40回卒 永井 隆夫 近畿産業ﾘｰｽ㈱ 顧問
2022年4⽉から中⼩企業にも⼥性活躍推進に向けた⾏動計
画の策定などが義務付けられることになったが､100⼈以下
規模の中⼩企業にはこれの推進要員､⼈材が乏しい｡そこで､
⼤経⼤に｢⼥性活躍推進⽀援室｣を設け､当該計画の推進⺟体
である厚労省/21世紀職業財団に働きかけ､同財団と連携し
て｢なにわこいさん塾｣を開設､定期的に計画実現のｾﾞﾐを開
催(於北浜ｷｬﾝﾊﾟｽ)する役割を担えば､⼤経⼤の産学協働ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄとなると考え提案します｡
50回卒 上野 利之 ⽇本⾦融通信社 上席執⾏役員
この度は⼊会のご承諾ありがとうございます｡会社組織を越
えた“絆”となる⼤樟春秋会は､⼤学がめざす｢つながる｣その
ものであり､そして｢実践⼒｣を体現している⼈が集う会だと
思います｡会員⽅々の持つ｢知識と経験｣は不透明な社会にお
いて時機を得ており､期待されていると思います。
52回卒 ⾼⼭ 直樹 泉興産㈱ 代表取締役社⻑
島根県出雲市の出⾝であります。⼜何かの縁で親⼦⼆代で
⼤阪経済⼤学に御世話になりました。春秋会の様々な活動
を通じて皆様と出会い、交流できることを楽しみにしてい
ます。先輩会員の皆様にはご指導ご 撻賜ります様お願い
申し上げます。
56回卒 ⽩岩 弘司 ㈱たけでん 執⾏役員
多くの偉⼤なる卒業⽣の皆様と上質な交流をさせていただ
き､⾃分の成⻑に繋げられれば嬉しいなと⼤きく期待致して
おります｡185cm/100kgおそらく春秋会でTOPｸﾗｽの⼤き
な男ですが気は⼩さいので､どうぞ宜しくお願い致します｡
60回卒 前嶋 孝敏 クオレ㈱ 取締役本部⻑
⼤樟春秋会に⼊会させて頂きました前嶋です。卒業⽣の皆
様よろしくお願いします。
62回卒 ⼩林 正典 ㈱ﾏﾙﾃ⼩林商店 専務取締役
初めまして。この度⼤樟春秋会に⼊会させていただきまし
た⼩林です。ご⼀緒させて頂くことで、⾃分を成⻑させる⼤
きな刺激となってくれることを期待しています。

⛳親睦ゴルフのお知らせ
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役職
代表取締役会⻑
元代表取締役会⻑
ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ㈱
ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
元代表取締役副社⻑
ｱﾏﾉﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ取締役
ｱﾏﾉ㈱
顧問
㈱ｲｴﾛｰﾊｯﾄ
取締役
常勤監査役
㈱ﾎﾝﾀﾞ北⼤阪
代表取締役社⻑
代表取締役会⻑
⻯舞ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ㈱
代表取締役社⻑
ｱﾃｸﾄ㈱
代表取締役社⻑
島⽥陶器⼯業㈱
代表取締役社⻑
代表取締役

キャリア教育への協⼒
2022年6⽉28⽇
⼤樟春秋会 会員企業である安藤パラケミー株式会社
佐久間導⼈社⻑が授業「コミュニケーションスキル」
にご登壇されました。
当授業はコミュニケーション能⼒を⾼めるための理論
とスキルを実践的なテーマにしたワークにより習得し、
⾃分の意志と⼒で⽣き抜いていくためのベースとなる
⼒を⾝につけ、他者と協⼒しながら学ぶ⼒や社会⼈基
礎⼒を⾼める実践的・体験型授業です。
授業では佐久間社⻑より、会社概要から⽯油業界につ
いて詳細にご説明され、会社の役割と特徴など、⽇ご
ろ学⽣には馴染みのないBtoBの仕事と役割について理
解を深め、さらに学ぶ上で苦⼿意識のあった英語につ
いて、ビジネスでの必要性を学んだことで、積極的に
学びたいなど、学ぶ意欲につながりました。
質疑応答でも多くの学⽣の挙⼿があり、業界への関⼼
や営業で⼤切な事、⼤学時代にやっておけばよかった
ことなど、多くの質問に応えていただきました。

懇親ゴルフも回ごとに出席者も増えてまいりました、今回
は4組エントリー致しましたので多くの⽅のご出席をお待
ちしております。何卒宜しくお願い致します。
⽇
時：2022年9⽉17⽇㈯
場
所：よみうりｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(TEL 0797-61-0112)
集合時間： 7時00分(写真撮影予定あり)
スタート： 7時45分(ｱｳﾄｺｰｽ4組、7分・8分間隔)
競技⽅法：ダブルペリア⽅式
料
⾦： 25,000円の予定
(ﾌﾟﾚｰ、昼⾷、会⾷、賞品代、協⼒費含む)
申込締切： 2022年8⽉23⽇㈫
連 絡 先 ：⼤樟春秋会 事務局 ⽵中 亨090-5093-5026

[発⾏元] ⼤樟春秋会 広報部：⽥岡 / 三津
TEL：06-6328-2431㈹ FAX：06-6328-4564 Mail：okusuharuaki@osaka-ue-denko.com

⼤樟春秋会
ホームページQR

2022年度春 定時総会報告
初夏の候､皆様には益々ご活躍のこととお喜び申し上
げます｡平素は⼤樟春秋会に対し格別のご指導､ご協⼒
を賜り厚く御礼申し上げます｡ 標記の件､下記の通り開
催されましたのでご報告申し上げます｡
ｺﾛﾅ禍も漸く落ち着いて参りましたがまだまだ不透明
で感染症対策を取る中で､⼤阪梅⽥茶屋町にあります｢ﾎ
ﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ｣に於きまして藤本理事⻑､⼭本学⻑､
⾓脇⼤樟会会⻑を始め⼤学関係者の皆様を向え､総勢30
名の参加で2022年｢⼤樟春秋会定時総会｣が開催されま
した｡
冒頭､森⽥春秋会会⻑(ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ会⻑)のご挨拶の後､北
運営部会⻑(⼤和ﾘｰｽ社⻑)によります2021年事業報告
並びに2022年度事業計画の報告と承認を得､安原組織
部会⻑(近畿産業ﾘｰｽ常勤相談役)､⽥岡広報部会⻑(阪急
阪神ﾎﾃﾙｽﾞ執⾏役員)によります各部会の詳細報告｡事務
局による2021年度会計報告､2022年度予算報告の後､
福岡監事(⼤阪ｼﾃｲ信⽤⾦庫副理事⻑)によります会計監
査報告を終え､第⼀部総会を終えることが出来ました｡
全員による記念撮影の後､第⼆部､特別講演を本学社
会連携部､⿊正部⻑によります｢創⽴100周年を向けて
⼤阪経済⼤学の歴史と未来｣と題しての熱いご講演を終
え､第三部懇親会となりました｡ご来賓の⽅々のご挨拶
の後､学⽣ｸﾗﾌﾞ｢落語研究会｣による漫才4題を楽しく拝
聴し学⽣へのｴｰﾙを送ることが出来ました｡
2022年に⼊り春秋会には6名の新会員が⼊会されま
した｡引き続き北運営部会⻑から今年度の重点事業であ
ります会員100名を⽬指すための宣⾔を終え､太⽥副会
⻑HUB社⻑)の閉会の挨拶で本年度の春秋会総会を終え
ました事､御報告申し上げます｡
御出席の会員の皆様⽅にはご多忙の中御出席有難う
ございました｡残念ながら御出席出来なかった皆様⽅に
は次回の交流会(12⽉の予定)にはご参加戴けます様お
願い申し上げます｡(尚､当⽇の総会の録画を会員の⽅の
みYouTubeにて配信を致しております)
追伸 本年度は⼤学創⽴90周年記念の年です｡｢90周
年記念講演会｣､｢春秋会2022年度寄付講座｣を春秋会基
⾦の⽀援により開催いたします｡皆様⽅のご参加､ご⽀
援(春秋会基⾦への寄付)をお願い申し上げます｡⼜､引
き続き春秋会会員増強に努めます｡皆様⽅からのご紹介
を宜しくお願い申し上げます｡
⺟校⼤経⼤の躍進のため､⼤樟春秋会が｢つながる⼒｣
の代表として同窓⽣10万⼈の道標になっていただくよ
う事務局⼀同協⼒させていただきたく考えております｡
今後共宜しくお願い致します｡
敬具
⼤樟春秋会 事務局
事務局⻑ ⽵中 亨(32回卒)
顧問 ⼤河内 徹⼼(39回卒)

2021年度事業報告
1.春秋会の会員増強
担当：組織部会
①隠れ経⼤⼈の発掘⼤経⼤・春秋会のPR活動
②会員増強のための会則変更
③2021年度20名の新会員⼊会
2.春秋会の運営強化
担当：運営部会
①春秋会部会制の開始
組織部会・運営部会・広報部会
②役員会開催
4⽉19⽇・ 10⽉8⽇(リモート開催)
③定時総会開催
5⽉21⽇(リモート開催)
1）新役員の就任
：3部会⻑選任
2）⼤学連携事業報告 ：寄付講座開始
3）春秋会会則変更
4）春秋会基⾦の創設
④秋の交流会開催
12⽉21⽇(阪急インターナショナル)
3.春秋会ホームページ制作
担当：広報部会
①春秋会独⾃のホームページ制作
2022年4⽉より開設

⼤樟春秋会
ホームページQR

4.⼤学との連携事業
担当：運営部会
①春秋会「寄付講座」の実施
「社会課題解決に向けた挑戦」全8回開催

2022年度事業計画
⼤樟春秋会
1.春秋会の会員増強
⼊会申込ページQR
担当：組織部会
①会員の増強 ⽬標100⼈、⼊会案内書発⾏
②SYUNJYUKAI TIMES活⽤ TSRﾒﾝﾊﾞｰ200⼈の発掘
HP活⽤、⼊会案内Ver.2発⾏、会員1⼈1名紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

2.春秋会の運営強化
担当：運営部会
①役員会開催
11⽉予定
②定時総会開催 5⽉21⽇(阪急インターナショナル)
③秋の交流会開催 12⽉予定
3.春秋会ホームページ活⽤
担当：広報部会
①4⽉1⽇開設のHPの積極利⽤PR、HP掲載の活動
②SYUNJYUKAI TIMES 発⾏
4.⼤学との連携事業
担当：運営部会
①北浜実践経営塾(⽀援事業)
②2022年度90周年「寄付講座」
全10回15コマ講座(主催事業)
③90周年記念講演会
全4回(⼤学・⼤樟会・春秋会共催)
④起業⼤樟塾(⽀援事業)
⑤ビジネスコンテスト(⼤学・春秋会共催)
5.事務局の活動
①各部会活動⽀援
②春秋会資⾦予算化による活⽤
③春秋会懇親事業
第3回「春秋会ゴルフコンペ」開催

以上

